
市民の情報ひろばへの掲載について
掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。10月号の締め切りは８月29日㈮です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp 市民の情報ひろば市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース） 

県内の高校生が学校の枠をこえてＡＬＴ
（外国語指導助手）たちと英語が通じる喜
びを感じながら楽しく活動しています。
対象　高校生　
日時　８月31日㈰　14:00～16:00
　　　（２カ月に１回活動）
場所　富岡公民館１階　図書室
参加費　無料
問 英語活動ひろばACE事務局　
　 土井（☎23－5875）へ　※19:00以降

商業活性化事業
“阿南まちゼミ”2014夏開催!

商店街の店主やスタッフが講師となり、プ
ロならではの専門知識や技術・コツを無料
で少人数の受講者（顧客）にゼミナール形
式で教えてくれます。
期間　８月20日㈬～９月20日㈯
場所　富岡商店街とその周辺
講座数　25講座以上（予定）
申込方法　８月７日㈭から、各商店で電話
予約を受け付けます。くわしくは、新聞等
に折り込むチラシをご覧ください。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

阿南富岡まちなみ芸術祭
トミナーレ2014
日時　７月27日㈰～９月15日㈷
　　　11:00～18:00（予定）
※開催内容によって時間は異なります。
場所　富岡商店街空き店舗
内容　学生や一般の方のアート製作、展示、

発表、ワークショップ
※くわしくはお問い合わせください。
問 阿南富岡まちなみ芸術祭トミナーレ

2014 実行委員会事務局
（富岡商店街協同組合内☎22－1684）へ

手工芸品チャリティーマーケット
県内の手工芸品作家さんたちの作品を展示
即売します。
日時　８月23日㈯、24㈰　12:30～15:30
場所　夢ホール（文化会館）ホワイエ
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

簿記講座　受講者募集
中小企業の健全経営に向けての講座です。
日時　９月３日～12月17日の毎週水曜日
　　　18:30～20:30（全15回）
場所　市商工業振興センター　研修室
対象　初めて簿記を学ぶ方など
講座内容　日商簿記 3 級程度
定員　30人
受講料　毎月3,000円、申込金10,000円
※一定の要件を満たせば申込金を返金。
申込締切日　８月19日㈫
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

気とツボによる健康講演会
病気に負けない心と体をつくるためにはど
のようにしたらいいのか、ともに学びませ
んか。
日時　８月16日㈯　10:00～11:30
場所　ひまわり会館２階　21世紀室
参加費　無料
問 健康ボランティア／元気になろう会
　 （☎090－1174－7457）へ

たちばな海遊祭り
日時　８月３日㈰　10:00～14:00
場所　中浦緑地公園（橘町）
内容　ぴちぴちつかみ取り（魚がなくなり

次第終了）、橘湾クルーズ（橘湾内
を約１時間周遊／料金：大人1,000
円・子ども500円／定員になり次第
締め切り）、○╳クイズ（豪華景品
有り）、ステージイベント、模擬店
など

問 たちばな海遊祭り実行委員会
　 森本（☎090－3185－2850）へ

出張ほっとアドバイス
（地域特別支援教育相談会）

８月は「電気使用安全月間」です 

日本女性会議２０１４札幌大会
のご案内

子どもの心身の発達に関する相談には医師
や臨床心理士等が、学校生活に関する相談
には、総合教育センター特別支援・相談課
の指導主事等が対応します。お子さんのこ
とで気になることがありましたら、お気軽
にご相談ください。
日時　８月18日㈪　9:30～16:30
　　　※１件につき50分（12件まで）
場所　南部総合県民局阿南庁舎（富岡町）
対象　幼児児童生徒、保護者、教職員等
費用　無料
申込締切日　８月11日㈪
問 徳島県立総合教育センター
　 特別支援　相談課
　 （☎088－672－5200）へ

阿南高専公開講座　
受講者募集
●折り紙博士の折り紙講座（上級者向け）
日時　9月28日㈰　10:00～16:00
場所　阿南高専　視聴覚教室
対象　中学生以上、一般の方
定員　30人
受講料　2,700円（テキスト、材料費含む）
申込期間　８月４日㈪～12日㈫
8:30 ～ 17:00　※土、日曜日を除く　
※定員になり次第、締め切ります。
問 阿南工業高等専門学校
　 総務課企画情報係（☎23－7215）へ

国家公務員採用試験の日程
８月から受付する試験を掲載しています。
大卒程度試験
総合職試験【大卒程度試験（教養区分）】
受付期間（インターネット）
　８月６日㈬～20日㈬
第1次試験日　９月28日㈰
高卒程度試験

▼海上保安大学校学生

▼気象大学校学生
受付期間（インターネット）
　８月28日㈭～９月８日㈪
受付期間（郵送または持参）
　８月28日㈭～９月１日㈪
第１次試験日　11月１日㈯～２日㈰

問 人事院四国事務局第二課試験係
　 （☎087－831－4765）へ

長時間プラグを差し込んだままにしておく
と、プラグとコンセントの間にホコリがた
まり、湿気をおびるとプラグが突然発火す
ることがあります。これをトラッキング現
象といいます。火災の原因になることがあ
るので、プラグはときどき点検掃除しまし
ょう。
問 一般財団法人　四国電気保安協会
　 （☎22－8177）へ

中国語講座　受講生募集
日時　９月17日～11月19日の
　　　毎週水曜日13:30～15:30
場所　南部総合県民局阿南庁舎（富岡町）
講師　佐藤有美さん
受講料　無料（テキストは各自で購入）
定員　20人
申込方法　住所、氏名、電話番号を記入の
うえ、ファクシミリまたは電話でお申し込
みください。
申込締切日　８月29日㈮　
問 徳島県南部総合県民局経営企画部（美
波）県民生活・県税担当（☎ 0884－74－
7420、FAX0884－74－7337）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　８月９日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　遺言の書き方、エンディングノート

とは何か、相続の手続き、成年後見
制度などに関する相談

問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
　（☎088－626－2083）
　 土・日曜日は地域会員　花野
　（☎090－3787－0305）へ

若者の就労相談会 （予約制）

働いておらず、職業訓練も学校も行ってい
ない若者の働くことに関する相談に応じま
す。（家族からの相談も可）
日時　８月７日㈭、28日㈭ 13:00～17:00
場所　文化会館１階　工芸室
問 とくしま地域若者サポートステーション
　（☎088－602－0553）へ

パパ・グランパと一緒に
うどんをつくろう！
日時　８月17日㈰　10:00～13:00
場所　ひまわり会館３階　グルメ室
対象　５歳～小学生とその父親または祖父
定員　10組（先着順）　参加料　無料
持参物　エプロン
申込方法　氏名、住所、電話番号を記入の
うえ、はがきまたはファクシミリでお申し
込みください。
申込締切日　8月12日㈫
問 〒 774‐0017 見能林町青木84番地２
阿南ひまわり更生保護女性会　渡辺純子

（☎090－3185－4875・FAX22－6153）へ

日程　10月17日㈮～19日㈰
費用　・大会参加費　3,500円
　　　・交流会費　5,000円
　　　・弁当（１食分）1,000円
※交通機関、宿泊等は各自で手配してくだ

さい。現地集合、現地解散とします。
※パンフレット、申込書は事務局にありま

す。
募集期間　８月４日㈪～14日㈭
問 日本女性会議実行委員会事務局

（男女共同参画室分室内☎24－3750）へ

阿南中学校吹奏楽部
定期演奏会
日時　８月17日㈰　14:00開演
場所　夢ホール（文化会館）
曲目　「ディズニーメドレー」
　　　「松田聖子メドレー」ほか
※入場無料。抽選会もあります。
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

親子の
ふれあいベビーマッサージ教室
ベビーマッサージを通して親子のふれあい
を楽しみます。予約が必要です。
日時　８月５日㈫　10:00～11:00
場所　中野島公民館
定員　親子10組　　参加費　500円
持参物　バスタオル、赤ちゃんの飲み物
問 ＮＰＯ法人ロイヤルセラピスト協会指定
スクール Romaly　金光（☎090－9455－
3937）へ

硬式テニス
初心者講習会
対象　未経験者、初心者および初級者
　　　（高校生以上）
日時　8月30日、9月6日、20日、27日、

10月11日、18日の土曜日(全６回)
19:00～21:00

場所　徳島県南部健康運動公園
　　　テニスコート
募集人数　20人程度
参加料　4,000円（６回分、保険料含む）
申込方法　８月23日㈯までに、氏名、住
所、生年月日、電話番号を記入のうえ、電
子メールでお申し込みください。
※貸しラケット有ります。
問 阿南市テニス協会初心者講習会責任者
　 田中（☎080－3164－6271）へ
　 e‐mail　anan.tennis@gmail.com

わくわく男女共同参画介護職員
初任者研修 （旧ヘルパー2級） 

男女が共に社会参加し責任を担う高齢社会
をめざすために、男性を対象とした介護職
員初任者研修を開催します。
対象　市内在住の男性
期間　８月27日㈬～12月13日㈯
　　　水曜日18:30～21:30
　　　土曜日9:00～12:00、13:00～16:00
　　　※全44講座（130時間）
場所　男女共同参画室分室（市民会館）
定員　20人
受講料　29,000円（テキスト代含む）
申込方法　８月20日㈬までに電話でお申し

込みください。
問 わくわく男女共同参画あなん2013
　 協議会事務局（☎24－3750）へ

「日本女性会議〈男女共同参画〉2013あなん」継承事業

自　衛　官　募　集

自衛官候補生

任期制の自衛官として任官する前に、自衛官として必要な基礎的教育訓練に専
念するための制度です。各種教育訓練や職務を通じた技術の習得のほか、再就
職に向け必要な資格の取得など、希望に合わせたキャリアプランが描けます。 賞与　年２回（６月、12月）

昇給　年１回
勤務地　各都道府県の駐屯地または基

地など
勤務時間　8:15～17:00
休日等　週休２日制、祝日、年末年始

夏季休暇、年次有給休暇
保険　団体生命保険、生命共済、団体

傷害保険、火災保険など

手当：125,500円　任用一時金：176,000円（２士任官後支給）
２士任官後：159,500円
任期を満了した際には、２年間の勤務で約54万円（陸自）、３年間の勤務で約
89万円（海、空自）、２任期目で約137～143万円支給されます。

一般曹候補生

部隊の中核となる自衛官を養成する制度です。入隊後、教育課程や部隊勤務で
知識や経験を積み、２年９カ月以降、選考により曹へ昇任します。基礎知識は
もちろん専門的な技能までじっくりと着実に身に付けながら自分のペースで成
長することができます。
初任給　159,500円

募集種目 受験資格 受付締切日 試　験　日 合格発表 試　験　科　目

自衛官候補生
18歳以上
27歳未満 ９月９日㈫

９月19日㈮
または

９月20日㈯

10月10日㈮ 筆記試験（国語、数学および社会）
口述試験、適性検査、身体検査

一般曹候補生 １次：10月２日㈭
最終：11月７日㈮

１次：筆記試験および適正試験
２次：口述試験および身体検査

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
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